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 News Release 
２０１７年３月２８日

トヨタ紡織株式会社

２０１７年４月１日付 組織変更および人事異動について 

トヨタ紡織株式会社（本社：愛知県刈谷市、取締役社長：石井
いしい

 克
よし

政
まさ

）は、４月１日付で下記の通り、

組織変更および人事異動を行います。

記

１．主な組織変更の内容   部格組織以上

１）再編 

（１）業務効率化のため、シート事業本部の戦略企画業務とリソーセスマネジメント業務の担当部署を

再編し、シート事業マネジメント部を新設。 

（２）内装ＳＳ業務強化のため、内外装事業本部の内外装先行開発部と内外装実験部を 

内装ＳＳセンターへ移管。 

（３）工場の品質機能強化のため、各工場を再編し、各工場に工務、品質管理、製造が独立した機能と

する。 

（４）品目軸、取引先軸の調達戦略をより効果的・効率的に推進するため、各事業本部の調達機能を 

営業調達領域の調達企画部へ集約し、グローバル調達推進部へ改称。 

（５）新設する新興国小型車事業本部に、事業企画部、製品開発部を置く。 

２）改称 

（１）内装ＳＳ製品企画設計部を内装製品企画部へ改称。 

（２）安全衛生環境部をグローバル安全衛生環境部へ改称。 



２．人事異動　（部をまたぐ異動者、部門長・拠点長の異動のみ記載）

Ｇ０
※
　２名　※従来の参与

新 旧 氏　名

シート事業戦略企画部　部長 シート部品開発推進部　部長 山内 伸浩

トヨタ紡織ヨーロッパ
トヨタ紡織ヨーロッパ
[兼]トヨタ紡織ソマン　社長
　　　トヨタ紡織フランス　社長

ジャン　リュック　エヌビック

Ｇ１
※
　３２名　※従来の基幹職１級

新 旧 氏　名

経営企画部　部長 トヨタ紡織アメリカ 鈴村 浩己

経営企画部　経営戦略室　室長 天津英泰汽車飾件　総経理 塩谷 昭夫

東京支社　支社長
－

（4月1日付　入社）
藤田 実栄

秘書部　部長 総務部　部長 山本 雅章

シート事業戦略企画部　主査 経営企画部　経営戦略室　室長 治田 哲夫

シート事業戦略企画部　事業統合推進室　室長 シート部品開発推進部　事業統合推進室　室長 山根 聖章

シート事業マネジメント部　部長 シート事業戦略企画部　部長 沢瀬 一彦

シート製品企画部　PM２チーム　EPM シート製品企画部　PM４チーム　EPM 小島 和美

シート製品企画部　PM２チーム　PM シート製品企画部　PM４チーム　PM 筒井 克彦

第２シート設計部　部長 第４シート設計部　部長 八百市 信一

内外装事業戦略企画部　主査 内装ＳＳ製品企画設計部　部長 髙橋 淳一

内装製品企画部　主査 内外装事業戦略企画部　主査 平井 慎司

ユニット部品事業戦略企画部　主査 ＦＰＴ生技部　部長 久野 哲也

製品開発部　部長 第２シート設計部　部長 松井 雄一

ＶＡ推進室　主査 試作部　主査 太田 孝正

猿投工場　技術員室　室長 猿投技術員室　主査 本田 宏人

猿投工場　品質管理部　部長 猿投製造管理部　主査 山之内 さとし

高岡工場　副工場長 高岡製造管理部　部長 松葉口 学

豊橋工場　副工場長 トヨタ紡織インドネシア　社長 鉾谷 義和

豊橋工場　工務部　部長 豊橋製造管理部　部長 村松 一彦

ＴＢユニファッション 営業企画部　部長 杉浦 充

トヨタ紡織アメリカ シート骨格生技部　部長 伊藤 正美

トヨタ紡織ブラジル　社長 トヨタ紡織ブラジル 金澤 偉佐男

豊田紡織（中国） 経営企画部　部長 黒柳 正美

天津英泰汽車飾件　総経理 豊田紡織（中国） 永田 崇

トヨタ紡織ソマン　社長
[兼]トヨタ紡織フランス　社長

トヨタ紡織ソマン 外海 新治

先端開発部　先端生技開発室　室長 生技管理部　主査 永谷 保
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グローバル調達推進部　部長 調達企画部　部長 中島　明

グローバル調達推進部　シ－ト調達室　室長 シート調達部　部長 成沢 竜彦

グローバル調達推進部　シ－ト調達室　主査 シート部品開発推進部　事業統合推進室　主査 樋口 晋二

グローバル安全衛生環境部　部長 安全衛生環境部　部長 平 傑

＜出向＞株式会社寿陸運
秘書部　部長
[兼]東京支社　支社長

三輪 重孝

Ｇ２
※
／部門長・拠点長　１８名　※従来の基幹職２級

新 旧 氏　名

総務部　部長 総務部　総務室　室長 牛田 浩二

第１シート設計部　部長 シート製品企画部　ＰＭ１チーム　ＰＭ 坪井 俊靖

シート部品先行開発部　部長 シート部品先行開発部　第1シート先行開発室　室長 川村 健貴

ユニット部品営業部　部長 ユニット部品営業部　主査 木下 聖久

ユニット部品生技部　部長 ユニット部品生技部　ユニット部品生技室　室長 藤村 志郎

刈谷工場　副工場長
[兼]刈谷工場　工務部　部長

刈谷製造管理部　部長 鴨下 泰明

刈谷工場　品質管理部　部長 刈谷製造管理部　主査 安藤 善行

刈谷工場　製造部　部長 刈谷製造部　主査 黒井 宣男

猿投工場　工務部　部長 猿投製造管理部　部長 鶴田 久人

猿投工場　シート製造部　部長 猿投シート製造部　部長 鈴木　禎信

猿投工場　内装製造部　部長 猿投工場　猿投技術員室　室長 中瀬 節夫

高岡工場　工務部　部長 高岡製造部　部長 水野 孝幸

高岡工場　品質管理部　部長 高岡製造管理部　高岡品質室　室長 杉戸 賢治

高岡工場　製造部　部長 猿投工場　猿投技術員室　主査 今井 茂

豊橋工場　品質管理部　部長 猿投内装製造部　部長 堀井 敏

豊橋工場　製造部　部長 豊橋製造部　部長 蟹江　俊彰

関東工場　副工場長
[兼]富士裾野製造部　部長

富士裾野製造部　部長 目黒 五輪雄

大口岐阜工場　副工場長
[兼]大口岐阜工場　工務部　部長

大口製造管理部　部長 伊藤 純治

Ｇ２
※　

２０名　※従来の基幹職２級

新 旧 氏　名

経営企画部　経営戦略室　主査 第３シート設計部　第３３シート設計室　室長 高瀬 智之

グローバル人材開発部　労務厚生室　室長 ビジネスマネジメント部　中国・アセアン室　室長 亀井 隆

シート事業マネジメント部　原価質量企画室　室長 シート事業戦略企画部　原価質量企画室　室長 安藤 寿規

シート事業マネジメント部
リソーセスマネジメント室　室長

シート事業戦略企画部　事業管理室　室長 秋田 啓介

シート事業マネジメント部　総括企画室　主査 シートＳＳセンター　シートＳＳ開発推進室　室長 渡辺 努

シート製品企画部　ＰＭ１チーム　ＰＭ 第１シート設計部　第１２シート設計室　室長 中野 達也

第１シート設計部　第１３シート設計室　室長 第２シート設計部　第２１シート設計室　室長 石黒 洋史
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第２シート設計部　第２２シート設計室　室長 第４シート設計部　第４２シート設計室　室長 丸田 勉

第２シート設計部　第２３シート設計室　室長 第４シート設計部　第４３シート設計室　室長 安藤 嘉晃

内外装生技部　内外装ＳＥ推進室　主査 トヨタ紡織ヨーロッパ 田辺 仁

猿投工場　品質管理部　主査 猿投製造管理部　主査 北村 玉男

猿投工場　品質管理部　技術室　室長 日本地域品質管理部　第２号口管理室　室長 中村 和史

トヨタ紡織東北 生産調査部　Ｅグループ　主査 松本 存正

トヨタ紡織アメリカ ドアトリム設計部　主査 堀 宗則

トヨタ紡織インディアナ 猿投工場　主査 松川 専

トヨタ紡織フィルトレーションシステム（タイランド） 刈谷製造部　部長 田中 慎也

生技管理部　主査 ＢＲ開発プロセス改革室　主査 辰ﾉ口 宏

営業企画部　営業企画室　室長 ＴＢカワシマ 津曲 慎二

グローバル調達推進部　内外装調達室　室長 内外装調達部　部長 宇野 雅史

新製品進行管理部　グローバルプロジェクト室
グローバルプロジェクト １グループ　グループ長

トヨタ紡織アメリカ 立田 次俊

Ｇ３
※　

８０名　※従来の基幹職３級

新 旧 氏　名

総務部　総務室　室長 経営企画部　企画調査室　主担当員 高井 智幸

秘書部　企画総括グループ　グループ長 経営企画部　企画調査室　主担当員 近藤 浩之

ビジネスマネジメント部　中国・アセアン室
アセアングループ　グループ長

グローバル人材開発部
ＢＲ海外労政グループ　グループ長

陸門 祐二

シート事業戦略企画部　戦略企画室　主担当員
シート機能品開発部
第４シート機能品開発室　室長

早川 雅敏

シート事業戦略企画部　事業統合推進室　主担当員 シート部品開発推進部　事業統合推進室　主担当員 武内 勝

シート事業マネジメント部　原価質量企画室
事業収益企画グループ　グループ長

シート事業戦略企画部　原価質量企画室
プロジェクト１グループ　グループ長

中嶋 泰弘

シート事業マネジメント部　原価質量企画室
事業収益企画グループ　主担当員

営業企画部　ＧＮＣＢ営業室
１グループ　グループ長

杉山 雅彦

シート事業マネジメント部　原価質量企画室
プロジェクト１グループ　グループ長

シート事業戦略企画部　原価質量企画室
プロジェクト２グループ　グループ長

矢嶋 直樹

シート事業マネジメント部
リソーセスマネジメント室　主担当員

シート事業戦略企画部　事業管理室　主担当員 波多野 嘉伸

シート事業マネジメント部　リソーセスマネジメント室
開発リソーセスグループ　グループ長

シートＳＳセンター　シートＳＳ開発推進室　主担当員 太田 敏彦

シート事業マネジメント部　総括企画室　室長 シート部品開発推進部　企画管理室　室長 宅間 摂

ＳＡＴ推進部　第３シート計画室　室長 第１シート設計部　第１３シート設計室　室長 佐橋 英雄

第１シート設計部　第１２シート設計室
第１グループ　グループ長

第３シート設計部　第３２シート設計室
第３グループ　グループ長

今井 俊一

第１シート設計部　第１３シート設計室
第２グループ　グループ長

＜出向＞エイム株式会社 岩本 雅弘

第２シート設計部　第２１シート設計室　室長 第４シート設計部　第４１シート設計室　室長 志満津 邦人

第２シート設計部　第２３シート設計室
第２グループ　グループ長

第４シート設計部　第４３シート設計室
第２グループ　グループ長

加藤 達也

第２シート設計部　第２３シート設計室
第２グループ　主担当員

第４シート設計部　第４３シート設計室
第２グループ　主担当員

永田 清幹

第２シート設計部　第２３シート設計室
第３グループ　グループ長

第４シート設計部　第４３シート設計室
第３グループ　グループ長

大塚 太陽

第３シート設計部　第３４シート設計室　室長
第１シート設計部　第１２シート設計室
第２グループ　グループ長

水野 啓
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シート部品先行開発部　シート制御開発室　室長 ＜出向＞アイシン精機株式会社 飯田 健司

ドアトリム設計部　第１ドアトリム設計室
第４グループ　グループ長

トヨタ紡織アジア 篠田 要

ドアトリム設計部　第２ドアトリム設計室
第４グループ　グループ長

トヨタ紡織アメリカ 加藤 啓介

内外装生技部　ドアトリム組立室
第１グループ　グループ長

広州桜泰汽車飾件 仲井 暁

ＦＰＴ生技部　　主担当員
安全衛生環境部
安全衛生企画グループ　主担当員

垣本 貴裕

製品開発部　総括グループ　グループ長 シートＳＳセンター　シートＳＳ開発推進室　主担当員 松井 英俊

製品開発部　製品企画室　室長 第２シート設計部　第２３シート設計室　室長 山本 知明

製品開発部　シート設計室　２グループ　グループ長
第２シート設計部　第２３シート設計室
第１グループ　グループ長

小林 芳朋

製品開発部　シート設計室　３グループ　グループ長 第２シート設計部　主担当員 鳥居 正治

日本地域統括部　日本地域部品管理室
外製直納グループ　主担当員

豊橋製造管理部　豊橋工務室
安全衛生環境グループ　グループ長

牛田 健司

刈谷工場　工務部　総括室　室長 刈谷製造部　刈谷技術員室　室長 柳瀬 祥孝

刈谷工場　工務部　総括室
管理グループ　主担当員

刈谷製造管理部　刈谷工務室　主担当員 都築 真二

刈谷工場　工務部　総括室
管理グループ　主担当員

刈谷製造部　主担当員 牧田 憲二

刈谷工場　工務部　生産管理室　室長 刈谷製造管理部　刈谷工務室　室長 長江 等

刈谷工場　品質管理部　　主担当員 刈谷製造管理部　刈谷品質技術室　主担当員 深津 雅伸

刈谷工場　品質管理部　技術室　室長 刈谷製造管理部　刈谷品質技術室　主担当員 木村 健一

刈谷工場　品質管理部　技術室　主担当員 刈谷製造管理部　刈谷品質技術室　主担当員 山田 史進

刈谷工場　品質管理部　検査室　室長 刈谷製造管理部　刈谷品質技術室　室長 饗場 康博

刈谷工場　製造部　樹脂製品製造室　主担当員 ＦＰＴ生技部　ＦＰＴ工程整備室　第１係　主担当員 猿楽 直樹

猿投工場　技術員室　主担当員
豊橋製造部　豊橋技術員室
製造技術推進グループ　主担当員

牧野 清和

猿投工場　工務部　総括室　室長 猿投製造管理部　猿投総括室　室長 呑海 信行

猿投工場　工務部　生産管理室　室長 猿投製造管理部　猿投工務室　室長 川村 善彦

猿投工場　工務部　生産管理室　主担当員 猿投製造管理部　猿投工務室　主担当員 立花 伸彦

猿投工場　品質管理部　技術室　主担当員 猿投工場　主担当員 稲富 俊弘

猿投工場　品質管理部　検査室　室長 猿投製造管理部　猿投品質室　室長 斉藤 真次

高岡工場　工務部　生産管理室　室長 高岡製造管理部　高岡工務室　室長 安藤 義高

高岡工場　工務部　生産管理室　部品受入係　工長 高岡製造管理部　高岡工務室　物流係　工長 高橋 哲

高岡工場　工務部　総括室　室長 高岡製造管理部　高岡総括室　室長 藤原 猛

高岡工場　工務部　総括室　主担当員 高岡製造管理部　高岡総括室　主担当員 池田 善英

高岡工場　品質管理部
総括・監査グループ　グループ長

高岡製造管理部　高岡品質室
総括グループ　グループ長

松尾 茂樹

高岡工場　品質管理部　技術室　室長 高岡製造管理部　高岡品質室　主担当員 上野 浩二

高岡工場　品質管理部　検査室　室長 高岡製造管理部　高岡品質室　副室長 森 幸一

豊橋工場　工務部　総括室　主担当員
豊橋製造部　豊橋技術員室
製造技術推進グループ　主担当員

横山 泰弘

豊橋工場　工務部　総括室　主担当員 豊橋製造部　豊橋内装製造室　主担当員 坂柳 良明
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豊橋工場　工務部　生産管理室　室長 豊橋製造管理部　豊橋工務室　室長 柏崎 弘樹

豊橋工場　品質管理部　総括・監査室　室長 豊橋製造管理部　豊橋品質技術室　主担当員 杉浦 嘉信

豊橋工場　品質管理部　総括・監査室
監査グループ　主担当員

豊橋製造部　豊橋技術員室　主担当員 森本 修八

豊橋工場　品質管理部　品質技術室　室長 豊橋製造管理部　豊橋品質技術室　室長 内藤 康弘

豊橋工場　品質管理部　検査室　室長 豊橋製造管理部　豊橋品質技術室　主担当員 大竹 生一

関東工場　関東工務室　室長 富士裾野製造部　富士裾野製造管理室　室長 大石 直樹

関東工場　関東工務室
ＴＫ総括グループ　主担当員

東京製造部　東京製造室　主担当員 坂本 薫

関東工場　関東品質管理室　室長 東京製造部　東京製造室　室長 峯岸 君夫

大口岐阜工場　大口品質管理室　室長 大口製造管理部　主担当員 笠原 丈康

大口岐阜工場　岐阜品質管理室　室長 岐阜製造管理部　岐阜品質技術室　室長 増田 輝夫

大口岐阜工場　工務部　大口工務室　室長 大口製造管理部　大口工務室　室長 野村 徹

大口岐阜工場　工務部　大口工務室　主担当員 大口製造管理部　主担当員 林 眞佐己

大口岐阜工場　工務部　岐阜工務室　室長 岐阜製造管理部　岐阜工務室　室長 栗屋 剛

大口岐阜工場　工務部　岐阜工務室　主担当員 岐阜製造管理部　岐阜工務室　主担当員 相原 孝行

大口製造部　大口技術員室　室長 大口製造管理部　大口品質技術室　室長 磯野 隆晴

トヨタ紡織アメリカ 営業企画部　営業企画室　室長 橋本 健市

トヨタ紡織アメリカ
新製品進行管理部　グローバルプロジェクト室
グローバルプロジェクト１グループ　グループ長

増田 龍平

豊愛（広州）汽車座椅部件 広州桜泰汽車飾件 中井 章夫

グローバル調達推進部　シ－ト調達室
第１シートグループ　グループ長

シート調達部　第１調達室　主担当員 浅田 和己

グローバル調達推進部　シ－ト調達室
第２シートグループ　グループ長

シート調達部　第２調達室　室長 近藤 彰英

グローバル調達推進部　内外装調達室
内装ＳＳグループ　グループ長

内外装調達部　内装ＳＳ調達室　室長 清水 大輔

グローバル調達推進部　内外装調達室
内外装部品グループ　グループ長

内外装調達部　内外装部品調達室　室長 近藤 誠司

グローバル調達推進部　ユニット部品調達室　室長
ユニット部品事業戦略企画部　業務室
調達グループ　グループ長

一柳 幸佑

品質保証部　プロジェクト監査室
シート・内外装グループ　主担当員

豊橋製造管理部　豊橋品質技術室
技術１グループ　グループ長

石原 聖久

グローバル安全衛生環境部
安全衛生企画グループ　主担当員

ＦＰＴ生技部　ＦＰＴ工程整備室　室長 外崎 秀治

生産調査部　主担当員 モノづくり推進領域　主担当員 服田 賢治

技能育成推進部　主担当員
－

（4月1日付　トヨタ自動車株式会社より出向）
二又 孝文

以　上
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